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単位：百万円

(6,628百万円)

(0百万円)

B

C

（運用収入額）

平成２２年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について（3次医療圏：平成23年度下半期分）

基金名称 千葉県地域医療再生臨時特例基金

基金設置法人名 千葉県

A

基金造成のための
国からの交付決定額
【平成22年度補正予算】
（運用収入を含む。）

6,628百万円

（国からの交付決定額）

E

翌半期以降の執行
見込みについて

H24年度実施事業
総合医・在宅ケア研修強化事業（25,000千円）、医師修学資金貸付事業
（45,600千円）、県内審設看護職養成施設等への支援（324,900千円）、
医師・看護職の調査研究ﾓﾃﾞﾙ事業（15,000千円）、地域医療総合支援ｾ
ﾝﾀｰ(仮称)の運営整備（41,190千円）、在宅歯科医療の推進（6,200千
円）、在宅医療薬剤師の養成（22,385千円）、訪問看護実践ｾﾝﾀｰの整
備（129,032千円）、救命救急ｾﾝﾀｰの整備（1,045,021千円）、精神疾患と
身体疾患併発患者対応事業（6,750千円）、認知症対策（31,550千円）、ﾘ
ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ対策（300,000千円）、がん対策（666,661千円）、結核対策
（700,000千円）、老年医学研究（35,000千円）、終末期医療のあり方に
関する調査研究（35,000千円）、地域医療再生本部会議開催事業（167
千円）

平成23年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
5,575百万円

執行（支出）済み額 1,053百万円

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

6,628百万円 283,264円

0百万円 0円

千円）
その他、残額については平成２５年度事業において、順次実施予定。

（執行見込額） 5,575百万円

政保債・地方債

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
県の公金及び出納システム保全
に関する基方針により、安全か
つ最も有利な方式を選択した。

短期・長期信託

有価証券

その他社債等

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 1,042百万円

執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計 11百万円

国債
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支出月支出月 支出月 支出月
>2009/3<2009/10 >2009/9/30 <2010/4/1

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

医師確保のための修学資金 1,900,000 個人　３８名

医師確保のための修学資金 1,900,000 個人　３８名

千葉県地域医療再生本部会
議お茶代

2,310
千葉県庁生活協同組
合

医師確保のための修学資金 1,900,000 個人　３８名

千葉県認知症対策推進協議
会委員報酬

195,000 個人　１５名

千葉県認知症対策推進協議
会委員旅費

23,050 個人　２１名

千葉県認知症対策推進協議
会（合同作業部会）会議室使
用料

69,953 千葉商工会議所

千葉県地域医療再生本部会
議会議室使用料

152,512
㈱三井不動産ホテル
マネジメント三井ガー
デンホテル千葉

医師確保のための修学資金 1,900,000 個人　３８名

認知症専門職研修作業部会
委員報酬

156,000 個人　１２名

認知症連携パス検討・作成
作業部会委員報酬

130,000 個人　１０名

認知症連携パス検討・作成
作業部会委員報酬

143,000 個人　１１名

執行済み額（C)の内訳

11月 貸付金

支出月 科目

10月 貸付金

1月 報償費

11月 需要費（食料費）

12月 貸付金

12月 報償費

12月 旅費

12月 使用料及び賃借料

12月 使用料及び賃借料

1月 貸付金

1月 報償費

1月 報償費
作業部会委員報酬

認知症連携パス検討・作成
作業部会委員報酬

104,000 個人　８名

認知症専門職研修作業部会
委員旅費

14,860 個人　１４名

認知症連携パス検討・作成
作業部会委員旅費

13,860 個人　１１名

認知症連携パス検討・作成
作業部会委員旅費

20,700 個人　１２名

認知症連携パス検討・作成
作業部会委員旅費

17,680 個人　９名

医師確保のための修学資金 1,900,000 個人　３８名

認知症連携パス検討・作成
作業部会委員報酬

130,000 個人　１０名

千葉県認知症対策推進協議
会合同作業部会委員報酬

286,000 個人　２２名

認知症連携パス検討・作成
作業部会委員旅費

14,640 個人　１２名

千葉県認知症対策推進協議
会合同作業部会委員旅費

30,860 個人　２７名

千葉県認知症対策推進協議
会合同作業部会会議室使用
料

33,370
（財）千葉県教育会館
維持財団

医師確保のための修学資金 1,900,000 個人　３８名

千葉県寄附研究部門高齢社
会政策研究部への寄附金

35,000,000 千葉大学

1月 旅費

1月 報償費

1月 旅費

1月 旅費

1月 旅費

3月 寄附金

2月 貸付金

2月 報償費

2月 報償費

2月 旅費

2月 旅費

2月 使用料及び賃借料

3月 貸付金



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

看護師宿舎施設整備事業補
助金

8,241,000 東邦大学

病院内保育所施設整備事業
補助金

17,648,000
（医社）誠馨会セコメ
ディック病院　他３法
人

看護師勤務環境改善施設整
備事業補助金

5,040,000 （医）さつき会

院内助産所・助産師外来施
設整備事業補助

974,000 清川医院

院内助産所・助産師外来設
備整備事業補助

4,519,000
（医）さつき会マザー
キー　他４法人

看護師学校養成所施設・設
備整備事業補助

932,162,000
学校法人鉄蕉会
城西大学

救命救急センター等整備事
業（既存分）補助

10,030,000
日本赤十字社千葉県
支部

三次救急医療を支える初期・
二次救急医療に対する支援
事業補助

15,179,000
(福）太陽会
医療法人SHIODA

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金

5月 補助金


